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1 適用範囲適用範囲適用範囲適用範囲 
1.1 本一般購買取引条件（以下「本条件」という。）は、メルク（シグマアルドリッチを含

む、以下メルクという）が仕入先様から購入する商品または役務（以下「商品等」と

いう。）に関する購買契約の不可分な一部を成し、排他的に適用されます。仕入先様

により規定された本条件と異なる条件、仕入先様によりなされた他の留保規定は、メ

ルクが特定の注文について書面にて明確に受諾しない限り、合意したとは見なされま

せん。メルクが明確に拒絶しなかったという事実、商品もしくは役務を受領し、また

は支払いを行ったという事実は、仕入先様の引渡条件への同意とは見なされません。 
1.2 本条件は、改訂版が発行されない限り、仕入先様との将来の全ての発注に適用されま

す。 
2 注文注文注文注文 

2.1 メルクの仕入先様への書面（ファクシミリ、電子的方法、その他の予め両者合意した

方法によるものを含む。）による商品等買受けの申込み（以下「申込み」という。）に

対し、仕入先様が受諾したとき、メルクと仕入先様間の個々の売買契約（以下「個別

契約」という。）が成立します。仕入先様は、メルクからの申込みに対し３営業日以

内に回答するものとし、当該期間内に回答がない場合は申込みを承諾したものと見な

します。 
3 価格価格価格価格 

3.1 商品等の価格は、メルクと仕入先様による協議の上決定され、仕入先様は見積書を発

行するものとします。 
4 納納納納期期期期 

4.1 仕入先様は、個別契約で定められた商品等の納期を厳守するものとします。 
4.2 仕入先様は、納入遅延が予想される場合は、直ちにメルクに通知し、メルクの指示に

従うものとします。 
4.3 仕入先様は、商品等を分納しようする場合または納期前に納入しようとする場合、事

前にメルクに確認し、その承認を得るものとします。 
4.4 仕入先様の責に帰すべき事由により納期に商品等が納入されない場合、メルクはこれ

により被った損害の賠償を仕入先様に請求できるものとします。仕入先様は、かかる

損害賠償の金額について、メルクに協議を申し入れることができ、メルクは誠意をも

ってこれに対応するものとします。 
5 梱包梱包梱包梱包等等等等 

5.1 仕入先様は、商品等をメルクに納入する際の荷姿、梱包および輸送方法等について、

商品等の滅失、毀損または変質を防止するため、必要かつ十分な措置を講じるものと

します。 
5.2 メルクは、必要に応じて仕入先様と協議の上、仕入先様が商品等をメルクに納入する

際の荷姿、梱包の方法・仕様および輸送方法等を決定できるものとします。仕入先様

は、これらを変更する場合、事前にメルクの承諾を得るものとします。 
6 納入および所有権の移転納入および所有権の移転納入および所有権の移転納入および所有権の移転 

6.1 仕入先様は、個別契約に従い、メルクまたはメルクの指定場所に商品等を納入するものとし

ます。 
6.2 メルクは、前項により受領した商品等を予めメルクが定める検査方法により速やかに

検査し、合否を判定の上、不合格の場合にはその内容を書面で仕入先様に通知します。

当該受入検査の合格をもって、商品等の引渡しがあったものとします。ただし、納入

に当たり受入検査をしない定めをした場合は、商品等の受領をもって引渡しがあった

ものとします。 
6.3 商品等の所有権は引渡しがあったときに仕入先様からメルクに移転するものとします。 
6.4 受入検査に合格しなかった商品等については、仕入先様は、メルクの指示に従い、代

替品を納入し、当該商品等について無償で修理もしくは再実施し、またはその代金を

減額するものとします。 
 
 



7 危険負担の移転危険負担の移転危険負担の移転危険負担の移転 
7.1 引渡し前に、メルクの責に帰し得ない事由により商品等の全部または一部が滅失、毀

損または変質した場合、これによる損害は仕入先様の負担とします。 
8 支払条件／請求書支払条件／請求書支払条件／請求書支払条件／請求書 

8.1 メルクは、引渡しを受けた商品等の代金を別に定める条件により仕入先様に支払いま

す。なお、下請代金支払遅延等防止法（以下「下請法」という。）が適用される場合

は、商品等の受領日から６０日以内に支払うものとします。 
8.2 仕入先様の請求書上には メルクの購買発注番号を記載し、それぞれの項目や価格がメ

ルクの発注書と一致しなければなりません。 
9 品質品質品質品質保証保証保証保証 

9.1 仕入先様は、商品等が別に定め、合意した品質を保証するものとします。規格外の物

品についてメルクは引き取りを拒否できるものとします。 
9.2 メルクへの商品等の引渡し後１２ヶ月以内に商品等に瑕疵が発見された場合、仕入先

様はメルクの指示に従い、代替品をメルクに納入し、当該商品等について修理もしく

は再実施し、その代金を減額し、またはこれらに代えもしくはこれらとともに当該瑕

疵によりメルクが被った損害をメルクに賠償しなければなりません。ただし、メルク

の責に帰すべき事由による場合はこの限りではありません。 
9.3 前項の期間経過後といえども、商品等に仕入先様の責に帰すべき事由により生じた瑕

疵が発見された場合は、仕入先様は、前項に定める責を負うものとします。 
9.4 前２項の規定にかかわらず、下請法が適用される場合は、返品の期限は下請法の規定

に従うものとします。 
10 製造物責任製造物責任製造物責任製造物責任 

10.1 商品等を用いたメルクの製品（以下「応用品」という。）または商品等に関連して、メ

ルク、メルクの役員および従業員、または応用品もしくは商品等のユーザーを含む第

三者が損害を被った場合において、当該損害が商品等の欠陥（製造物責任法に定める

ところによる。以下同じ。）に起因して発生した疑いがあるとメルクが認めたときは、

仕入先様は原因の調査に協力するものとします。 
10.2 商品等の欠陥により、応用品または商品等に起因して、メルク、メルクの役員および

従業員、またはユーザーを含む第三者が損害を被った場合、仕入先様は当該損害を賠

償するものとします。ただし、次の各号の一つに該当する場合はこの限りでありませ

ん。 
① 仕入先様が商品等をメルクに引き渡した時点の最高水準の科学または技術に関

する知見によっては、当該目的物に欠陥があることを認識できなかった場合。 
② 商品等の欠陥が専らメルクの設計に関する指示に従ったことにより生じ、かつ、

その欠陥が生じたことにつき仕入先様の過失がない場合。 
なお、仕入先様は、本項に基づく損害賠償の金額について、メルクに協議を申し入れ

ることができ、メルクは誠意をもってこれに対応するものとします。 
10.3 メルクが商品等により被害を被った第三者にその損害を賠償し、かつ、その損害が商

品等の欠陥によるときは、仕入先様は、メルクと協議の上、損害賠償金およびこれに

要した費用をメルクに支払うものとします。 
11 知的財産権知的財産権知的財産権知的財産権 

11.1 仕入先様は、商品等およびその製造方法について、第三者との間で特許権等一切の知

的財産権（以下「知的財産権」という。）に抵触しないよう留意するとともに、知的

財産権に関する紛争が生じたとき、または発生するおそれがあると判断したときは、

直ちにその旨を書面によりメルクに通知するものとします。 
11.2 前項の紛争が発生した場合には、仕入先様は自己の責任と費用負担において、当該紛

争を当該第三者との間で解決するものとします。ただし、当該紛争がメルクの設計・

仕様に起因する場合はこの限りではありません。 
11.3 第１項に定める紛争の解決に際して、第三者が紛争を解決すべき相手方としてメルク

を選択した場合において、メルクの要請があったときは、仕入先様は、当該紛争解決

につきメルクに協力するものとします。なお、当該紛争解決に要した費用は、第２項

に基づき負担を決定するものとします。 
11.4 仕入先様は、メルクから提供を受けた情報に基づき技術情報（これにかかる知的財産

権を含む。）を創作した場合、速やかにその概要を書面によりメルクに通知し、その



帰属、知的財産権の出願等についてメルクと協議するものとします。 
12 再委託再委託再委託再委託 

12.1 仕入先様は、メルクの書面による事前の承諾を得ない限り、個別契約に基づく仕入先

様の債務の全部または一部の履行を第三者に再委託できないものとします。 
12.2 メルクの承諾を得て、仕入先様が個別契約に基づく仕入先様の債務の全部または一部

の履行を第三者に再委託する場合、仕入先様は、本条件および個別契約に基づくメル

クに対する義務と同様の義務を当該第三者に課すものとします。なお、この場合であ

っても仕入先様は、メルクに対する個別契約の履行義務を免れるものではありません。 
13 機密機密機密機密保持保持保持保持 

13.1 仕入先様は、個別契約を履行するに際して知り得たメルクの業務上、技術上の機密を

他に漏洩してはならず、個別契約履行以外の目的に使用できないものとします。ただ

し、次の各号の一つに該当する場合はこの限りではありません。なお、メルクが仕入

先様に商品等を発注したという情報、個別契約の締結の事実およびその内容も本条に

おける機密として取扱います。 
① メルクから開示を受けたときに、既に自ら当該機密を保有していた場合。 
② メルクから開示を受けたときに、当該機密が既に公知または公用であった場合。 
③ メルクから開示を受けた後に、自己の責に帰すべき事由によらずして当該機密

が公知または公用となった場合。 
④ 正当な権限を有する第三者から機密保持義務を負うことなく当該機密を合法

的に入手した場合。 
⑤ メルクから開示を受けた後に、相手方の機密によらずして独自に開発された場

合。 
⑥ 裁判所、行政機関等より法令、判決、決定、命令等に基づき開示を強制された

場合。この場合、メルクに通知し、協議の上、当該裁判所、行政機関等に対し

て機密を開示できるものとしますが、開示は必要最小限度に限定しなければな

りません。 
13.2 個別契約を履行するに際し、メルクから入手した図面、仕様書等の文書は機密として

仕入先様が責任を持って保管・管理するものとします。 
13.3 個別契約終了の場合、またはメルクから請求があった場合は、仕入先様は直ちにメル

クから開示された機密をメルクに返却するか、メルクの指示に従い破棄または消去す

るものとします。 
13.4 メルクは、仕入先様から受領した情報を、メルクの「関連会社」に開示し、メルクま

たはメルクの「関連会社」が応用品または商品等の販売を行うために第三者に開示で

きるものとします。なお、本項において「関連会社」とは、直接または間接的にメル

クを支配し、メルクに支配され、またはメルクと共通の支配下にある団体をいいます。

ここで「支配」とは、有価証券の議決権の保有、契約その他によって、その団体の経

営および方針を指示し得る権限を保有することをいいます。 
14 個人情報の保護個人情報の保護個人情報の保護個人情報の保護 

14.1 仕入先様は、個別契約の履行に関して知り得たメルクが保有する個人情報（個人情報

の保護に関する法律第２条第１項の定めるところにより、以下「個人情報」という。）

を善良な管理者の注意をもって管理するものとします。 

14.2 仕入先様は、個人情報を個別契約履行の目的のためにのみ利用し、第三者に利用させ

たり、開示、漏洩しないものとします。 

14.3 仕入先様は、メルクの書面による事前の承諾なく、個人情報を複製しないものとしま

す。 

14.4 仕入先様は、個人情報への不正なアクセス、漏えい、滅失、き損、改ざん等の防止そ

の他安全管理のために必要かつ適切な措置を講ずるものとします。 

14.5 仕入先様は、個人情報への不正アクセス、漏えい、滅失、き損、改ざん等の事故が発

生した場合またはその危険が生じた場合は、直ちにメルクに報告し、メルクの指示に

従って対応に当たるものとします。 

14.6 メルクは、情報の取扱いの状況・管理体制について確認するため、仕入先様に対し、

適宜報告を求めるとともに、仕入先様の同意を得て、その事業所への立入監査を行う

ことができるものとします。立入監査の結果、メルクが仕入先様による本条件の遵守

または情報の取扱いの状況・管理体制が不十分と判断した場合は、改善措置を命ずる



ことができ、仕入先様はこれに応じるものとする。 

14.7 仕入先様は、個別契約の履行を第三者に再委託した場合、当該再委託先が本条に定め

る義務に従うよう取り計らうものとする。 

15 権利義務等の譲渡権利義務等の譲渡権利義務等の譲渡権利義務等の譲渡 
15.1 仕入先様は、メルクの書面による承諾を得ることなく、個別契約より生じる権利、義

務の全部または一部を第三者に譲渡し、承継させもしくは担保に供することはできな

いものとします。 
16 法令等の遵守法令等の遵守法令等の遵守法令等の遵守 

16.1 仕入先様は、個別契約の履行に際し、適用となる法令およびメルクが提示するメルク

の規程・指針（以下「法令等」という。）を遵守するものとします。 
16.2 仕入先様は、個別契約に関して、法令等の違反、不正行為が発生し、またはそのおそ

れがあることが判明した場合はメルクに通知するとともに、メルクが実施する調査に

協力するものとします。 
16.3 メルクは、本条件に掲げる義務の遵守状況を確認または調査するために、仕入先様に

対し、所定の内容による遵守証明書の提出を要求するとともに、事前通知の上、仕入

先様における関連する帳簿や記録を監査し、または独立監査人により監査させる権利

を有し、仕入先様はこれに応じるものとします。 
16.4 仕入先様は、仕入先様の調達先、下請先および再委託先業者（これらが数次にわたる

ときには、その全てを含む。以下同じ。以下「調達先等」という。）に対しても、本

条件に掲げる義務を遵守させ、メルクが前第２項および第３項に定める措置を実施で

きるよう仕入先様の調達先等に徹底し、支障のないよう便宜を図るものとします。 
17 汚職行為の禁止／監査汚職行為の禁止／監査汚職行為の禁止／監査汚職行為の禁止／監査 

17.1 仕入先様は、国際商取引における外国公務員に対する贈賄の防止に関する条約、米国

腐敗行為防止法、英国贈収賄防止法、および汚職行為にかかわる日本国内の法規制（以

下総称して「汚職行為防止に関する条約および法律」という。）について認識してい

なければなりません。仕入先様は、かかる汚職行為防止に関する条約および法律に違

反するまたはそのおそれのある行為を行わないことを保証し、仕入先様が事業活動を

行う地域の公務員、政治家、政党に対して、取引を得るまたは維持する決定に影響を

与えるような、または取引上の行為において有利な立場に立つべく、直接的または間

接的に、いかなる金銭の支払または価値の移転も行わないものとします。またメルク

は、汚職行為防止に関する条約および法律における贈収賄防止規定に違反するような

不適正な行為を誘引しないことを約束します。 
18 反社会的勢力の排除反社会的勢力の排除反社会的勢力の排除反社会的勢力の排除 

18.1 メルクは、仕入先様が反社会的勢力（暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時か

ら５年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標

ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいう。以下同じ。）に

該当し、または反社会的勢力と以下の各号の一つにでも該当する関係を有することが

判明した場合には、何らの催告を要せず、個別契約を解除できます。 

① 反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき。 

② 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき。 

③ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をし

ていると認められるとき。 

④ その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 

18.2 メルクは、仕入先様が自らまたは第三者を利用して以下の各号の一つにでも該当する

行為をした場合には、何らの催告を要せず、個別契約を解除できます。 

① 暴力的な要求行為 

② 法的な責任を超えた不当な要求行為 

③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 

④ 風説を流布し、偽計または威力を用いて甲の信用を毀損し、または甲の業務を

妨害する行為 

⑤ その他前各号に準ずる行為 

18.3 メルクは、仕入先様が以下の各号の一つにでも違反した場合には、何らの催告を要せ

ず、個別契約を解除できます。 

① 仕入先様は、仕入先様または調達先等が、第１項に該当せず、将来も同項およ



び第２項に該当しないことを確約するものとします。 

② 仕入先様は、調達先等が第１項または第２項に該当することが契約後に判明し

た場合には、直ちに契約を解除し、または契約解除のための措置を採るものと

します。 

③ 仕入先様は、仕入先様または調達先等が、反社会的勢力から不当要求または業

務妨害等の不当介入を受けた場合は、これを拒否し、または調達先等をしてこ

れを拒否させるとともに、不当介入があった時点で、速やかに不当介入の事実

をメルクに報告し、メルクが捜査機関へ通報するのに必要な協力を行うものと

します。 

18.4 メルクは、本条各項の規定に基づく個別契約の解除により仕入先様に損害が生じても、

これを補償しないものとします。仕入先様は、かかる解除によりメルクに損害が生じ

たときは、これを賠償するものとします。 

19 企業の責任企業の責任企業の責任企業の責任 
19.1 メルクおよび仕入先様は、持続的な発展を目指す原則により事業活動を行い、国際的

に認められた環境、労働および社会の基準（以下「国際基準」という。）を遵守しま

す。メルクは、国際基準を理解し、実行するために以下の基準、調達方針を制定しま

した。 
‒ メルクバリュー 

(http://www.merck.co.jp/ja/company/the_merck_group/mercks_values/values.ht
ml) 

‒ メルク社会憲章 
(http://www.merck.co.jp/ja/company/the_merck_group/Social_charter/social_ch
arter.html) 

‒ 行動規範 
(http://www.merck.co.jp/ja/company/the_merck_group/code_of_conduct/code_
of_condut.html) 

‒ メルク調達方針 
(http://www.merck.co.jp/ja/company/merck_ltd/merck_ltd.html) 
 

19.2 メルクは、仕入先様が国際基準に違反していることが判明した場合、何らの催告を要

せず、個別契約を解除できるものとします。 
20 環境保護等環境保護等環境保護等環境保護等 

20.1 仕入先様は、メルクが環境保護に関し最高水準の注意義務を採用していることを認識

し、仕入先様が事業活動を行い、商品等を製造・販売する国の環境法令を遵守するも

のとします。 
20.2 メルクは、仕入先様に対し、個別契約の履行に関する安全、防災、公害防止および環

境管理につき必要な報告および資料の提出を求めることができ、仕入先様はこれに応

じるものとします。 
20.3 商品等に含まれる有害な化学物質の含有濃度について、メルクが対象となる商品等、

化学物質の種類およびその含有許容基準を書面により通知したときは、仕入先様はこ

れに違反する商品等を納入できないものとします。 
20.4 メルクは、仕入先様に対し前項に定める通知をしたときは、商品等に含まれる有害な

化学物質の含有濃度を示す資料の提出を要求できるものとします。 
20.5 仕入先様が本条の規定に違反しメルクに損害を与えた場合、メルクはこれにより被っ

た損害の賠償を仕入先様に請求できるものとします。仕入先様は、かかる損害賠償の

金額について、メルクに協議を申し入れることができ、メルクは誠意をもってこれに

対応するものとします。 
21 契約の解除契約の解除契約の解除契約の解除 

21.1 メルクは、仕入先様が次の各号の一つに該当する場合は、催告の必要なく直ちに個別

契約を解除することができるものとします。 
① 相手方が本条件の規定、個別契約、その他メルクと仕入先様との間で締結され

た取り決めに違反した場合において、当該相手方に書面により是正を催告し、

１週間以内に違反が是正されないとき。 
② 監督官庁より営業の取消、停止等の処分を受けたとき。 



③ 手形もしくは小切手を不渡りとし、または支払停止もしくは支払不能の状態に

陥ったとき。 
④ 第三者より仮差押、仮処分、差押、強制執行もしくは競売の申立または公租公

課の滞納処分を受けたとき。 
⑤ 破産、会社整理、特別清算、民事再生もしくは会社更生手続の申立を受け、ま

たは自らこれらを申し立てたとき。 
⑥ 解散、合併、会社分割、減資、営業の全部または重要な一部の譲渡等の決議を

したとき。 
⑦ 前各号の一つが発生するおそれがあると認められるとき。 

22 損害賠償損害賠償損害賠償損害賠償 
22.1 メルクは、前条に基づき個別契約を解除した場合、または本条件もしくは個別契約の

規定に違反した場合、これにより被った損害の賠償を仕入先様に請求できるものとし

ます。仕入先様は、かかる損害賠償の金額について、メルクに協議を申し入れること

ができ、メルクは誠意をもってこれに対応するものとします。 
23 別途協議別途協議別途協議別途協議 

23.1 本条件および個別契約に規定のない事項、または各条項の解釈について疑義が生じた

ときは、メルクおよび仕入先様は誠意をもって協議解決するものとします。 
24 準拠法／裁判地準拠法／裁判地準拠法／裁判地準拠法／裁判地 

24.1 特段の指定がない限り、本条件および個別契約は、日本法に準拠し、日本法に従って

解釈されます。 
24.2 仕入先様は、本条件および個別契約に関し裁判上の紛争が生じたときは、東京地方裁

判所を専属的合意管轄裁判所とすることに予め合意します。 
以上 


